
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依  知  南  公  民  館 

厚 木 市 下 依 知 三 丁 目 １ 番 ７ 号 

電 話/（046）245-0436 

ＦＡＸ/（046）244-1100 

E ﾒｰﾙ / 8613@city.atsugi.kanagawa.jp  

全地区公民館だよりが厚木市のホームページに掲載されています。 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ 

依知南地区ふれあい宣言スローガン『地域の絆・心の輪をつなげよう・えち南』 

【一般表彰】  ＜公民館地区館⾧＞ 井上 慎一 様 
        ＜交通安全指導員＞ 齋藤 保 様 
        ＜消防団員＞ 作田 仁司 様、 井上 通 様、 片倉 哲也 様、 木村 祥大 様 
        ＜地域ボランティア＞ 益田 悦子 様 

【コンクール】 ＜明るい選挙啓発ポスター＞ 栗原 理彩 様 

【スポーツ表彰】＜レスリング＞ 鈴木 大樹 様、鈴木 飛来 様、鈴木 琳媛 様 
        ＜卓球＞ 熊澤 正好 様 

【感謝状】   株式会社 大栄製作所 
 
 
 
 人生の終焉を考えることは、自分らしく生きることにつながりま
す。ご自身とご家族のために「終活」を学んでみてはいかがですか。 

【日 時】２月24 日（金）14 時～15 時30 分（予定） 
【場 所】依知南公民館 
【講 師】終活カウンセラー協会 代表理事 武藤 頼胡 氏 
【参加費】無料 
【対 象】市内在住・在勤・在学の方20人（依知南地区の方優先） 
     ※ 応募者多数の場合は抽選 
【申込み】２月６日（月）までに講座予約システム（№2219003）

で申し込むか、依知南公民館窓口又は電話で申込み。 
     なお、新型コロナウイルスの感染状況により、開催を中止

する場合があります。 
【問合せ】依知南公民館 電話245-0436 

終活講座 
 ～人生を「満足！」で終える極意～ 

 
 
【日 時】３月４日（土）13 時30 分～15 時30 分（予定） 
【場 所】依知南公民館 玄関横もしくは工作室 
【内 容】季節の花等を使って寄せ植えを手作りする講習会 
【講 師】梅澤種苗店 梅澤 和代 氏 
【参加費】2,500 円（材料費） 
【対 象】市内在住の方15人（依知南地区の方優先） 
     ※ 応募者多数の場合は抽選 
【持ち物】作業用手袋、植木バサミ、移植ゴテ、割り箸、古新聞、

風呂敷等（持ち帰るために包むもの） 
     ※ 当日はマスクの着用をお願いします。 
【申込み】２月10 日（金）までに依知南公民館窓口又は電話で

申込み。なお、新型コロナウイルスの感染状況により、
開催を中止にする場合があります。 

【問合せ】依知南公民館 電話245-0436 

令和５年２月１日号 

  ２月１日の市制記念日に合わせて、各分野で市政の発展に尽力いただいた方などを表彰しています。 

  今回、依知南地区で表彰を受けられた方は次のとおりです。                        （順不同） 

 
 
    アーティフィシャルフラワーを使って、お部屋を華やかな
空間にしませんか?アーティフィシャルフラワーとは、生花をリア
ルに再現し、生花にはない美しさを表現した「高品質な造花」です! 
【日 時】２月26 日（日）10 時～11 時30 分（予定） 
【場 所】依知南公民館 
【内 容】スワッグづくり 
【講 師】olive olive 近藤 裕子 氏 
【参加費】1,000 円 
【対 象】市内在住の方15人（依知南地区の方優先） 
     ※ 応募者多数の場合は抽選 
【持ち物】エプロン、ハサミ（花用でなくて可）、作品持ち帰り用袋 
【申込み】２月15 日（水）までに講座予約システム 
     （№2219008）で申し込むか、依知南公民館窓口又は

電話で申込み。なお、当日は新型コロナウイルス感染症
対策を講じて実施します。 

【問合せ】依知南公民館 電話245-0436 

 スワッグづくり講座 

春の寄せ植え講座 
 
 
 
 赤ちゃんの「イヤイヤ期」を正しく理解して、楽しく子育て! 
【日 時】２月28 日（火）10 時30 分～11 時45 分（予定） 
【場 所】依知南公民館 
【講 師】子育て支援センターもみじの手 中國 恵美子 氏 
【参加費】無料 
【対 象】市内在住の未就園児とその保護者15組 
     ※ 応募者多数の場合は抽選 
【申込み】２月13 日（月）までに講座予約システム 
     （№2219007）で申し込むか、依知南公民館窓口又は

電話で申込み。なお、当日は新型コロナウイルス感染症
対策を講じて実施します。 

【問合せ】依知南公民館 電話245-0436 

子育て講座 
「イヤイヤ期の子どもの接し方」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年２月１日号 

 
 
 
 厚木市グラウンド・ゴルフ協会は、協会員の合同練習日に初心者
教室を開催し、楽しく親切に指導しています。 

交流・教室場所 開催日《２月》 時間 
ぼうさいの丘公園多目的広場 ３・17 日（金） 

９時～13時 
荻野運動公園多目的広場 １・15日（水） 

及川球技場 ７・14・21・28
日（火） 

南毛利スポーツセンター 休み ― 

つつじの丘公園多目的広場 10・24 日（金） 13 時～16時 
【主 催】厚木市グラウンド・ゴルフ協会 
【対 象】厚木市・愛川町・清川村の方 
【参加費】無料（初回の方は公式ルールブックを 
     500 円で販売） 
【問合せ】電話245-7223（佐藤） 
 ※用具のない方には、協会が無料で貸出しています。 

 
 
 歌手の麻倉未稀さんによるご自身のがん罹患の体験談や交流会と
ともに、「がんと仕事を両立したいあなたへ」をテーマとしたセミナ
ーを開催します。 
 がんと向き合いながらも不安を感じる方へ、自分らしく生きるため
のヒントを見つけられるよう、同じように経験した方からアドバイス
をいただきます。 
【日 時】２月18日（土）10時30分～15時（休憩あり） 
【場所及び定員】①市民交流プラザ（30人） 
        ②オンライン視聴（10 人） 
【受講料】一般 3,500 円、がん等罹患者及びその家族 2,000 円 
【申込み】２月15 日（水）までに団体ホームページ又は電話でお申

し込みください。※申込み多数の場合は抽選 
【問合せ】がんと働く応援団 関戸 電話050-6871-0812 

 
 

【勤務先】 相川保育所（下津古久 710-1）、小鮎保育所（飯山
4232-1）、玉川保育所（七沢162）、南毛利保育所（⾧
谷1247） 

【勤務内容】保育士（パートタイム）・給食調理員（相川） 
【勤務日時】月～土のうち１～５日。 7 時 30 分～19 時のうち勤

務可能時間（詳細応相談） 
 ［保育士］ 
   ①相 川 13 時～18時      週５日（月～金） 
   ②相 川 13 時30 分～18時30 分 週５日（月～金） 
   ③相 川 ８時～16時30 分    週１日（土） 
   ➃小 鮎 ７時30分～９時30分  週３日（月・火・水） 
   ⑤小 鮎 14 時～18時      週５日（月～金） 
   ⑥小 鮎 ７時30分～16時    週１日（土）隔週 
   ⑦玉 川 ８時30分～16時45 分 週５日（月～金） 
   ⑧玉 川 13 時～18時      週５日（月～金・土） 
   ⑨南毛利 ７時30分～13時    週１～２日 
   ⑩南毛利 13時30分～18時   週５日（月～金） 
 ［給食調理員］ 
    相 川 ８時30分～16時30 分 週５日 
【報酬等】 時間額［保育士］1,271円 ［給食調理員］1,162 円 
【申込み】 市ホームページにあるエントリーシート 
      なお、保育士の場合は保育士証の写しを直接又は郵送で

保育課へご提出ください。 
【問合せ】 保育課 電話225-2768 

 
 
 
 
 
 健（検）診やコロナワクチン等の予防接種、ウォーキングなどの健
康づくりで30ポイントを貯めて応募すると、抽選で特典が当たる「あ
ゆコロちゃんGENKIポイント」の応募締切りが迫ってきました。応
募し忘れたカードはありませんか?期間内なら、何枚でも応募できま
す! 
※ 詳しくは、公共施設に配架のリーフレット等又は市ホームページ

をご覧ください。なお、各公民館等に応募箱が設置してあります。
スマホからも応募できます。 

【対 象】  市内在住・在勤・在学の方（全年齢対象） 
【応募締切】 ２月19日（消印有効） 
【問合せ】  健康⾧寿推進課 電話225-2174 

 
 
 
 「人生の最期を考える」ということは「どう生きていきたいか」に
つながります。人生の最期まで自分らしく…この機会に一緒に考えて
みませんか。 
 フォーラムでは、病院・施設・訪問看護師や行政からのミニレクチ
ャーを行います。また、医師会・歯科医師会・薬剤師会ブースや企業
展示もあります。 
【日 時】２月26日（日）14時～16時 
【場 所】あつぎ市民交流プラザ６階 
【申込み】不要。直接会場へお越しください。 
【問合せ】厚木医療福祉連絡会 電話222-1259 

～あつぎ介護フォーラム～ 
『地域で支える最期 ～あなたが大切にしていることは何ですか～』 

 
 
◎ ２月11 日（土・建国記念の日）は戸籍、住民票、印鑑証明等
の諸証明発行業務は休止いたします。また、公民館印刷室も利用でき
ません。ご注意ください。 

♦こうみんかん・センター 通信♦ 

令和５年度の市立保育所の保育士（会計年度任用職員）を募集 

子どもが好きな方、保育所で働いてみませんか？ 

元気で、楽しい活動に参加を！  

グラウンド・ゴルフ《教室》 

市民協働提案事業 がんの不安解消セミナー 

 

 

締切り間近！ 

 
 
 「大規模災害に備えましょう!」をスローガンに、依知南地区安心安全なまち会議主催の「セーフコミュニティ地域安心安全研修会」を開
催します。今年度は、過去に経験のない集中豪雨や地震などの大規模災害に備え、家族や自分自身の身を守るための知識や災害に対する心構
えを習得する研修会を開催します。詳しくは依知南公民館（電話245-0436）へお問い合わせください。 
【日 時】２月13日（月）19時～           【場 所】依知南公民館 
【内 容】災害への備えとセーフコミュニティ（45 分程度） 
【主 催】依知南地区安心安全なまち会議        【主 管】金田東部自治会区域 安心・安全セーフコミュニティ推進委員会 
【その他】参加無料。事前申込不要、直接会場へ。なお、当日は新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催します。 

「大規模な災害に備える」 セーフコミュニティ地域安心安全研修会 


